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出席報告　出席委員会　　荒牧昭二君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）
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L　会長挨拶　和気勝利会長

先週のガバナー公式訪問では大変お世話になりまし
た。訪問時期が7月ということで準備期間が短い中、各
委員会内で計画等まとめていただき、よい発表内容に
なったと考えております。今後はこの1年間の活動を各
委員会でさらに揉んでいただき、よりよい委員会活動に
していただきたいと思います。
さて、この度のガバナー公式訪問ですが、実は前の
日に中谷ガバナーから当日の会長・幹事の懇談会の前
に故半田パストガバナーの墓前に献花をしたいという
申し出のメールを会長あてにいただきました。
前日ということで私も多少慌てましたが、東京目黒
の三女宅に身を寄せていらっしゃる京子夫人に連絡を
取り、中谷ガバナーのお気持ちを連絡させていただき
ました。皆さんご存じの通り故半田パストガバナーは、
遠くドイツの地に眠られていて、ここ市内にはお墓の
ようなものはない状態で、ご家族もすでにこの地を離
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日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 7月 92 日 )5(14 )5(33 人 )0(8 人 %5.08 *

回前 7月 22 日 )5(14 )5(53 人 )0(6 人 %9.28 6人 %001

れていらっしゃるという都合上、中谷ガバナーの申し
出には答えられなく申し訳ない旨をご連絡させていた
だきました。しかし、京子夫人のガバナーのお気持ち
に対する感謝の意も同時にお伝えさせていただきまし
た。その時に京子夫人も私の電話に大変懐かしがられ
お声を聞く限りでは、お元気そうにされておられるよ
うで、いつまでもお身体大切にとお祈りいたしました。
黒磯ロータリークラブの会員皆さまにもくれぐれも
よろしくお伝えくださいとおっしゃっておられました。
昨年の御嶽山噴火では、2014年（平成26年）9月27
日 11時 52分に発生したとされています、長野県と岐
阜県の県境に位置する御嶽山（標高3,067m）の噴火に
ついては、山頂の南西、地獄谷付近の地下にあった熱
水溜まりが何らかの原因で過熱または減圧したことに
より急膨張の結果、噴出に至った。日本国内において
噴火災害で死者を出したのは、1991年6月3日の雲仙・
普賢岳の大火砕流以来となり、死者数も雲仙・普賢岳
の43人を超え、戦後最悪の死者57名、行方不明者6名
となってしまいました。
昨年 9 月の御嶽山の噴火災害で、今も行方不明と
なっている6人の再捜索が、29日から行われることに
なっている。長野県側御嶽山の五合目、おんたけ2240
スキー場、ここから、捜索にあたる隊員たちが、ヘリ
コプターで山頂付近に向かう予定。
しかし、山頂付近は、厚い雲に覆われていて、午前
6時に離陸予定だったが、天候の回復を待っている状
況。捜索は、総勢600人態勢で行い、このうち、1日100
人が、行方不明者がいる可能性が高いとみられる山頂
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付近の4つのエリアを重点的に捜索する予定。御嶽山
は、今も噴煙が上がり、火山灰や雪も残っている。険
しい急斜面もある状況の中、過酷な捜索活動が、再び
始まるもようです。一日も早い6名の発見をお祈りす
る次第です。
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L　幹事報告　秋葉秀樹幹事

○　ロータリー財団地区補助金支給決定通知及び説明
会の開催案内が届いております。秋間財団委員長
にお渡ししました。

○　特別月間（8月）名称変更のご案内が届きました。
    変更前名称：「会員増強・拡大月間」
    変更後名称：「会員増強・新クラブ結成推進月間」
○　「ロータリーの友」表紙写真12～3月号、5月号の
再募集のお知らせが届きました。大森委員長にお
渡ししました。

○　11月 14日・15日に開催いたします、地区大会関
係についての資料が届きました。

○　公益社団法人被害者支援センターより「センター
ニュース」が届いております。回覧中です。

○　西那須野ロータリー・黒羽ロータリークラブより
週報が届いております。回覧中です。

○　8月ロータリーレートのご連絡です。7月同様1ド
ル＝124円です

○　佐藤和子様より、長年お世話になりましたの御礼
を頂いております。
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L　委員会報告　村山茂会長エレクト

○ゴルフ愛好会　会長高木慶一

過日ゴルフ愛好会の役員会を開催いたしました。和
気年度、会長高木慶一　ゴルフ委員に深町彰会員、佐
藤博会員、津久井誠二会員で運営することがきまりま
した。宜しくお願いします。
中谷年度2550地区大会記念ゴルフ大会が11月13日

（金）佐野市東松苑ゴルフ倶楽部で開催されます。参加
者を募っています、名簿を回覧していますので、ご記
入して下さい。

ゴルフ愛好会では1年間の予定を決定しました。
第1回 11月 1日(日)　那須伊王野CC
第 2回　3月 6日(日)　那須黒羽ゴルフクラブ
第3回　5月15日(日)　場所未定
第4回　6月12日(日)　場所未定
予定に入れて頂き奮ってご参加下さい。

○会報委員会礒勝彦

先週はガバナー公式訪問お疲れ様でした。皆さんの
御協力で各委員会の資料もスムーズに収集出来、会報
を配信出来るところまで来ています。しかし、ページ
数が多く、ガバナーへの校正確認に手間取っています。
そんな訳で、週末の配信には至りませんでした。明日
位には何とかなる予定です。いま暫くお待ちください。

○稲垣広報委員長

毎年行われているフォトコンテストのお題が決まり
ましたので連絡します。今年のお題は「私の自慢の写
真」です。実行委員長には、福島広報委員にお願いし
てあります。実施要領、締切日は追って連絡します。豪
華賞品を用意しますので、これぞという自慢の写真を
撮って頂き、奮ってご応募願います。また、先週例会
のガバナー公式訪問の模様を福島さん作成にてホーム
ページに掲載しましたので、是非ともご覧ください。
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L　３分スピーチ　秋間　忍君

・・・・私の関心事・・・・

これからお話しさせていただく内容が「私の関心事」
です。"坂本龍馬でお馴染の土佐の高知には日本銀行
高知支店があるのをご存知でしょうか？"高知にどう
して日銀？と調べてみると、三菱財閥の始祖、岩崎彌
太郎と深い関わりのある土佐郷士の子、小田小一郎が
日銀の第３代総裁を務めています。
もちろん、幕末から明治初期にかけて彼らが政商と
して活躍したことは容易に推測できます。ちなみに
（以下、日本銀行高知支店のホームページより）坂本龍
馬（当時27歳）は武市半平太（瑞山)の手紙を萩（山
口県）の久坂玄瑞に届けに行く際、知人から旅費2両（今
のお金で約40万円）を借用（未返済）しています。
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その後勝海舟（江戸幕府軍艦奉行並）は龍馬（29歳）
を越前（福井県）藩主松平春嶽に派遣して、海軍操練
所（神戸）を開設する資金５千両（約11億円）を借用
することに成功しています。
しかし極め付けは、龍馬（31歳）、薩長同盟を結ばせ
る折に長州藩がミニエー銃4300丁、ゲベール銃3000丁
の代金として92,400両（約169億円）を支払ったとさ
れていることです。40万円の借金を返済できかった龍
馬のサポートで、長州藩が約169 億円もの大金を支
払ったというのはあまりにも不自然な気がします。動
乱の幕末に活躍した坂本龍馬は本当に司馬遼太郎が描
くような英雄だったのだろうか？お金から見えるてく
る事実に執着してみると、我々が常識的に思い込んで
いた幕末とは違った歴史が見えてくるのかもしれません。
ここで「私の関心事」は終わらずもう一つ、今年8月
17日から21日の間、那須塩原市くろいそ運動場テニス
コートで当地初めての関東地区公認のジュニアテニス
選手権大会、通称「みるひぃカップ」が開催されます。
東京、千葉、埼玉、茨城、群馬の各県から未来の錦織
君（少年テニスプレーヤー）達が集まって熱戦を繰り
広げます。この大会が那須塩原市に定着すれば、ス
ポーツ振興、青少年健全育成、地域活性化、定住促進、
そして人口増につながると考えています。
縁あって秋間がこの大会参加者に抽選で配る参加賞
を協賛品、または協賛金として募っております。企業
PRもいたしますので各位の協賛、ご支援の程宜しくお
願い申し上げます。
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L　卓話　新年度活動計画説明

○　鈴木久雄　国際奉仕委員長

1.　本年度の活動計画の中で、特にフィリピン・ネ
パール等、地区からの国際支援緊急要請には、的
確に対応したいと思います。

 　　 4月19日地区研修・協議会にてフィリピンの台
風被害の報告があり、新たな2550地区国際奉仕の
国際支援としての取組み、地区の皆様のご協力を
得、実現にむけての説明がありました。支援内容

は、セブの小さな島バンタヤン島へ「学校・水飲
み場建設」に日本円で約2百万円です。

2.　2016年5月に開催される韓国（ソウル）国際大会
参加への呼びかけ。2016年5月27日～6月1日韓
国ソウルにて開催される国際大会に地区として力
を入れているとのことですので、一人でも多くの
参加を募りたいと思います。

3.　地区で行われる委員長会議には、積極的に参加し
て情報の収集に努めます。

○石山桂子青少年奉仕委員長

和気年度、青少年奉仕委員長を仰せつかりました石
山です。委員の構成は、副委員長に吉光寺政雄さん・委
員に斎藤先生・稲垣政一さんと４人のメンバーです。
本年度の計画と致しまして４項目掲げました。

・・・・・１項目１項目１項目１項目１項目としまして黒磯高校インターアクトクラブへ
の支援です。8月8日に第19回インターアクト年
次大会が足利市民プラザで開催されます。年次大
会には、黒磯高校からインターアクター8名・顧
問教師１名・クラブからは、会長と私と11名で参
加する予定です。

・・・・・２項目２項目２項目２項目２項目は、毎年4月に行われます足尾の植樹活動へ
の参加です。

　　　植樹活動は社会奉仕委員会と合同での活動とな
ります。活動後の慰労会は黒磯高校の生徒と会員
との交流を図る場でもありますので今年も慰労会
の計画をする予定でおります。

・・・・・３項目３項目３項目３項目３項目は、ライラセミナーへの参加募集です。
　　　今年度は11月21日～23日までの2泊3日です
が、鹿沼市にあるニューサンピア栃木で開催され
ます。19歳から30歳までの社会人または学生が対
象となっておりますので、皆様の会社の社員又は
お知り合いの方など、推薦する方がいらっしゃい
ましたら宜しくお願い致します。

　　　前年度は、和気会長の御嬢様が参加されました。
「参加して本当に良かった」とお聞きしております
ので、１人でも多く方に声をかけたいと思ってお
ります。



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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●　７月２９日欠席(敬称略)
遠藤清和・深町彰・檜山達郎・平山博・上野和昭
戸野俊介・髙木茂・吉光寺政雄

次回例会　平成27年８月5日　担当委員会　職業奉仕委員会・社会奉仕委員
会・ロータリー財団委員会・ロータリー米山記念奨学会委員会

○　前回７月２２日分メークアップ(敬称略)
小野安正・遠藤清和・深町彰・澤田吉夫
吉光寺政雄・鈴木久雄

　　　青少年交換ですが、9月に派遣学生募集が開始
致いたしますので選考基準を分かりやすく提示し
応募する学生の指導に当たりたいと思います。

　　　又、台湾研修旅行は前年度・青少年奉仕委員長
の秋葉さんより、今年度も参加する方向で引き継
いでおりますので、顧問教師の片山先生と相談し
ながら進めていきたいと思っております。

・・・・・44444項目項目項目項目項目は、目標達成のために随時柔軟に対応、協力致
します。
以上、今年度青少年育成の為に努めて参りたいと思
いますのでどうぞ宜しくお願い致します。

☺　ニコニコボックス　相馬征志君

秋間　　忍君　佐藤さん長い間お世話になりました。
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